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社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

ふりがな 二丁も万かし’

団体名ｉコスモス会

活動内容（事業の内容・会の特色等）

イキ力とNz-魚の錐祷どあ＞しｚｊりｌ閥'可淘と'ＴごＩ運動しギウ

ｺｰﾁのキ時の汐と碕薙鰹合七世ｚの勵王'下一齢丈戌些鰻忽としrこ
￣

勅ｲﾄﾞ直ﾂﾞﾐﾉﾃ舳耒湖榊､N子漏ＣＴＣ(iii等｜二、寝､,鰯煽違図ﾊﾁｩ
仲'句逐とi訂ｏ雨'恥降し△夏宿してハ,子７

活動の紹介・お知らせ等

活動場所菓少綱値『し運勃セシダー(ﾌﾟｰﾙ）

活動日時毎週ｋ曜日（H４回錘フロ），｢…－/ＬＰ(§PLm…Ｙ６事Ｐ

会員数／７諺
費会 ｼｰｸzフク1９

ホームページ

』、

ふりがなこ丁も万か`’

団体名 コス程ス会

活動内容（事業の内容・会の特色等）

イキカと鰹魚の縦涜どあ＞し乙掴り｜閥I薊ﾁﾞﾙﾙｷか運動しｷﾞｶﾞ
コーテの

軸ｲﾄﾞど

ｷﾞ旨等の汐迄暑曝1穆令ヤゼｚの勵菱'$‐露途戌墜曜鍾と［に

烹感』､耒測府痛､ＩＷＦ漏仁『痛馨,彦も寝叩鋤鯵と園孵司
j中Itl塵と,司り雨)F1と堤Ｌ△漠7fiしヱハ｜子7

活動の紹介・お知らせ等

活動場所票`払久BＭｚｗＬ 邇勧セジダー（ﾌﾟｰﾙ）

鷺_藪月_壗畳週K礎MlfHFwl風2一睡ＭＥﾐﾄﾞ;Ｍ(??ｗ6?;2９
会員数／７毛
云、費シーーＣＦＩ
△～

ホームページ



J～

社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

ふりがな Ⅲ

団体名簿潟公,伽,ユクユウ研ラブ
活動内容（事業の内容・会の特色等）

ケオーワーエパサイス"の散塗ｒ～鍬：ご〃件ｈ５Ｗｚ３縞I
Lzｨ絲IZMzlvす｡患上｣:しＭ零日識瀞の澱乏方伽'しｚ

燃しＭ塾盧iLl諺｣汎"トーにｲ擁〈〃未ﾀﾞｰｴｸｻｻｲｽﾞ'で
うてあり河、行

活動の,紹介・お知らせ等

活動場所紫111噸繊慰抄グー
這動_日時_鰹迦zll全一曜日－－－

グー／Z－フ

全一員数ｚブルー＿－－－－－－－－－
費ユグク〃円入,会/(全バククロ会

ホームページ

3７

ふりがな

団体名
17フクアビ.'ﾌﾞス

|ｳﾌﾄﾞｰﾗ';７－坪trtTjｽﾞ！ ﾕｸｭｰﾙﾅiJ7ラブ八
活動内容（事業の内容・会の特色等）

ケオーワーエ7ｻｻｲ7〈"の散塗て～鋪に髭ふたｲｷ'町ｗ箱１
Ｗ仇IZMlzl〈で､成嚢上』彫仰謬'３誕鮮の糀乏ら,脇'し正
蝋し（、漆(｡｣で物ﾄー
行うており河、

Ｍ１:riiとくらｷﾀﾞｰｴﾌﾞｻｻｲｽﾞ〃で

活動の紹介・お知らせ等

活動場所繋肌園,!』重/索仇j7-フ`-し
_置勲一旦礒為』暹L丞畷…8…-－
…含一員一数--二且ルー－－－－－－－－－－－－－
会費ユクグジ円〉ｕ:y全バグクロ
ホームページ
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社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

こがれいくらぶふりがな

特定非営利活動法人黄金井倶楽部団体名

活動内容（事業の内容・会の特色等）

「だれでも」「いつでも」「世代をこえて」気軽にスポーツや文化活
動を楽しみながら、111A皇ともに健康になり、地域の人たちとのふれあ
いの輪が広がることをめざしている、小金井市唯一の地域スポーツク
ラブです。
総合体育館等の施設を利用して１１種目１８教室のスポーツ教室を原
則各週１回開催しているほか、上級救命講習、わなげ大会などのイベン
ト／講習会も実施しています。

活動の紹介・お知らせ等

活動場所小金井市総合体育館、上水公園運動施設グラウンドーほか

活動日時各教室とも原則週1回。詳細は下記参照

会員数約400人

費月額2,000～3,000円（教室参加費として）

〈
云

ホームページhttp://koganei-club,ＣＯ､/index・ｈｔｍｌ

教室名。イベント等 時間日程 場所 参加費

百花太極拳 水曜日 １２１０～１３:２５ _中クラブハウス 月額2,000円

火曜日
(4～９月まで）

市営グラウンド
（上水公園）

小学生陸上教室～元五輪選手伊藤友広さんと～ １６：１５～１７:３０ 9,000円/9回

第２．４月曜日
（８．１２月休み）

パドルテニス教室 １９:００～２１：0０ 市立第二中学校 月額800円

月曜日
(第１月曜を除く）

リフレッシュ＜らぶ～楽しく笑って健康づくり～ 9:３０～１１：00 1階会議= 月額２，５００円

スポーツ吹矢教室 剣道場１０:00～１１：３０ 月額3,000円

金曜日ペーシックエクササイズ～お子さん連れＯＫ～ １０:00～１０:５０ 月額3,000円

親子スキンシップ体操～２才から～ １１：00～１１：５０ 月額3,000円小
金
井
市
総
合
体
育
館

はじめてのフラ １２:００～１２:５０フ

ベーシック画フラ 火曜日 １３:００～１３:５０ 柔道場 月額2,000円

パーカ･フラハラウ １４:００～１４:５０フ

気づきのヨーガ １０:００～１１：３０水曜日臣 月額3,000円
.'●ｈＬ

リラックス・ヨガ １３:４５～１４:４５ 月額2,000円

セラピーニヨガ 9:05～１０:０５木曜日 小体育室 月額2,000円

ガ コンディショニング・ヨガ １０:２０～１１：４５ 月額3,000円

ピラティス＋（プラス） 水曜日 １２:００～１３$３０ 柔道場 月額3,000円

卓 火曜クラス １２００～１５:００火曜日 小体育室 月額3,000円

日曜クラス 日曜日 １６:００～１８:３０ 市立第二中学校 月額2,000円球

胆

ふりがな こがれいくらぷ

団体名 特定非営利活動法人黄金井倶楽部

活動内容（事業の内容・会の特色等）

｢だれでも」「いつでも」「世代をこえて」気軽にスポーツや文化活
動を楽しみながら、l11jl身ともに健康になり、地域の人たちとのふれあ
いの輪が広がることをめざしている、ノ｣}金井市唯一の地域スポーツク
ラブです。
総合体育館等の施設を利用して１１種目、１８教室のスポーツ教室を原
則各週１回開催しているほか、上級救命講習、わなげ大会などのイベン
ﾄ／講習会も実施しています。

活動の紹介・お知らせ等

活動場所小金井市総合体育館、上水公園運動施設グラウンドほか

活動日時各教室とも原則週1回。詳細は下記参照

会員数約４００人

会費月額2,000～3,000円（教室参加費として）

ホームページhttp://koganei-c1ub・ＣＯ､/index・ｈｔｍｌ

百花太極拳

小学生陸上：

:パドルテニゴ

リフレッシ」

スポーツ吹占

ペーシックエィ

親子スキン！

フ；はじめ・
句｡ん0.切甲ｂ▲－輪（

｜ベーシ

ラ１，パー-.力

：ョ！'気づき
ﾆｰｰｰｰｰﾆｰｰﾆｰｰｰﾆ３

：ドリラリ

！；セラヒ
。⑪ｌ

ガノコンテ

ビラ ティスー

~:i:T霊

日程 時間 場所 参加費

’１； 水曜日 １２:１０～１３:２５ _中クラブハウス 月額2,000円

火曜
(4～9月 年、

■』

１６１１５～１７:３０ 市営グラウンド
(上水公園）

9,000円/9回

第２．４」
(８．１２涙

豊日

み）
１９:00～２１:00 市立第二中学校 月額800円

月曜

；＜）

金曜日

「…

P▲￣Pq－￣■－－U■宙q幻

火曜日

水曜日

木曜日

水曜日

火曜日

日曜日

９:３０～１１：00

１０:00～１１：３０

１０:00～１０;５０

１１：００～１１：５０

１２:00～１２:５０

１３:00～１３:５０

１４:00～１４:５０

１０:00～１１：３０

１３:４５～１４:４５

9:05～１０:０５

１０:２０～１１：４５

１２:００～１３:３０

１２:00～１５:00

１６:００～１８:３０

小
金
井
市
総
合
体
育
館

1階会議室

剣道場

土⑪沼■ﾛPPgn伯

ｆ

柔道場

と.UｌＩｗ.､ﾛｰｰｰｰｰ出－．

小体育室

柔道場

小体育室

月額2,500円

月額３'000円

月額3,000円

月額3,000円

＿皇＿篝…1－
月額2,000円

ｖｗＵＢ■■

月額3,000円

月額２`000円

月額２`000円

月額3.000円

月額3,000円

月額3,000円

市立第二中学校｜月額21000円



Ｆ

テ

／￣

社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

ふりがな
ifしこう迄ＷＩｆう

ｧ灯値ｨ蓬Z蒙伽象クラ〆
○

ハア`一団体名

活動内容（事業の内容・会の特色等）

釘蒋奴蝋ｉＭ麦〈てＭ《k,3ようＫＭ、幕1幕廉批と旅鮭

fllF1li1ikクラ7Ｗ？｡iiZ篦７h'Ｍ塲馳ｨ鈍沸'nFｶﾞｰﾊﾞ７潅続

筌空騨榊``ｲﾏ綱碆Ｍ/篇にズlLM-霜<了繍7.布バア７打ご’
有轆董鋤解１打駒箪Ｉｒｉ溥繊げて堤ニレｗｿ独う゜
活動の紹介・お知らせ等

紗享ﾑ湘憧ii2jjZibI,活動場所Ⅵ

A糧高/澱一Ｆｉｆ壽慶活動日時

会員数 …菟懲ﾌﾞ1$も
費 胤メクグクノヒマ会

ホームページ

」

'３

｜活動の紹介･お知らせ等
活動-場一所ｗ参f機;/今ii鋳面鐸zが寡ﾑ過i魚i1iiiliLj1zji空－－
活動日時一隻i三jLhL4i1、躍雌,蓮二iZX三窪
会員一致一…塞懲笈－－－－－－
＝]含_－－葦一Ｅ－Ｋｆ`ｗ丘…－－－
ホームページ

ふりがな

団体名

ＰｒＬ亘圦迄Ｗｆクー……

ﾙｰｧｗ修健Z素『伽象グラフ
活動内容（事業の内容・会の特色等）

御蒔ｲﾏ姥6iルミ

ｲ?Fli掌7ﾗ7W？。
竃．置き'１A,(』すん7t’

7fi雛憲髭粛

霧受てＭｋ,３

世葬7i’'凧'０Ｚ
上ﾗK/jﾌｲ:､鶴１－夕i;廉獅乙脚と鮭

零蝿,マ必鏥ﾌﾟﾉﾚｶﾞ'鰯一人Ｚ１１潅続.

Ｗ鯛zvi北鯵ＭｌＬｊＷﾌﾞ<『繍九カーコWuijこし
も寡１打駒ｺﾞri;｛雲ﾝ厘予麦,T〔堤こしｗｿ油う。



社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

<力塀か､，ごj7i-リーヤミ昨うぐらβ､､、ふりがな

ｌ、

I卜餅と’71-リー鰐愛ＴＭ３二柴著lｉ団体名

活動内容（事業の内容。会の特色等）

,卜金杵d71-リー｢よ'１、鉢紘本町'１ぅ第二/仰子いてⅡ

孵歓式野球li笙盟。ｽｫﾆｌｐＬｙ舛団'二ヵ厘遡ｉ濁蔓大会へ切
続｡や市の運雛ﾄﾞｯｼﾞ'ボー'し綱引耐Jの行拳稲糒。
してM制Ⅷ一統iご齋坪Ｗ，ﾘ郷ﾙ殉、。

、~ノ

活動の紹介・お知らせ等

活動場所不可,卜津二,ＭごとⅢ
活動日時上ロラィミノiそ_：
会員数 ／，oｆ
会 費 月広c〔フ円

ホームページWWWNeOcl七}e`ィ？
Ｏ 臼

久ｉｌｅｌ－ＶｉＣｔうりzLlfPiL lniLL-』

Ｌ_ノ

活動の紹介・お知らせ等

活動場所本町,卜嘉二,《ＮＭ
活動日時土・臼、ﾅﾄﾞﾉｹﾞＬ
会員数 ／’Ｍ堂
里△～

－－－－寶一目_/丘“図＝

ホームriiifL二Ｚ_｣MY1lM「ＤＣＩ七Ie-jMiMlljiiLXi型}Zノー

ふりがな

団体名

<bざ調､，ビア1-リーヤさやうぐらβ〈、
■■

,卜金ヤビ'71-ﾘー 舞勾之倶榮著Ｉ
活動内容（事業の内容。会の特色等）

Iﾄ金符ﾋﾟ71-ﾘｰﾙ鋲i金獅丈本町ﾉ'う第二/Ｍ子叺で（
舛軟式!i綱と連盟,
ﾌﾟlihlwキワ運露会｡Ｆｖ
して![荊．

ｽii丑ﾂﾉﾉ'?zlE団'=力腫遡）獣蔓大舎ｗ）
ｼﾞ照一仏･綱引謎加'の行皐形諭㈱

一統iご詩'千Ｗり糊Ｉｖ仏



社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

ふりがな

豊霧;｢碁団体名｜私で助ハイ午>ヲ

活動内容（事業の内容。会の特色等）

Ｍキニゥビルラ千二プ山登り'享２週ｃ＜体力
±'衞喚や日塘刎健毒鑑榑１－つ則蚤毎月*畑蒋テ
丁墓食貰'二､〒畠jzW､穣1,。

語鱒裂蕊定辨
活動日時」駐屑永鰻巳（o鹿～１１時

会員数メfとえ晴＋主けぇＷ全二食え

会費年艇3…(肌就Aにﾐﾐﾄﾞ礫$鋪
ホームページ

／


